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韓・日FTAは可能なのか
―韓国のFTA政策の考察及び韓・日FTA交渉に対する示唆―
仁荷大学校経済学部教授
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コンセンサスが形成されないまま両国間の首脳会議で決定

Ｉ 序論

し、交渉が始まったと考えられる。日本とは違って2003

ここ数年間、東アジアの経済地図が急速に変化している。
2001年WTOに加盟した中国は、経済規模のみならず、経

年下半期にも、韓国の学会では日本とのFTA交渉の開始

済的プレゼンスにおいても日々発展しており、専門家すら

は時期的にも国内政治経済的にも早いという指摘が多かっ

も予想できなかった自由貿易協定（FTA）の締結が東ア

た。2003年２月25日の盧武鉉大統領就任以降、日本政府は

ジアにおいても一般的な流れとして定着した。

多様なチャネルを通じて大々的に韓・日FTA交渉の開始

東アジアにおけるFTA締結の流れは、金融危機直後、

を韓国側に要請してきた。ここ数年間進めてきたFTA議

韓国と日本がリードした。韓国と日本は、1998年半ばから

論を交渉段階に発展させなければならないという日本側の

両国間のFTA締結について非公式協議を始め、2000年に

主張も説得力があるように聞こえた。2003年６月、盧武鉉

は両国がFTA議論を深めたことを受け、韓・日FTAが締

大統領の日本国賓訪問の際にも日本側は韓・日FTA交渉

結された場合、東アジアにおけるプレゼンスが弱まるこ

の開始を要請したが、合意には至らなかった。しかし４カ

とを恐れた中国がアセアンとのFTAを電撃的に提案する

月後に開催されたAPEC首脳会議で政府間交渉開始に合意

に至った。これにより東アジアで初めてFTA締結の競争

した。

が始まり、米国国際経済研究所（IIE）のFred Bergsten

一方、韓国産業界は日本とのFTAを支持する傾向が一

所 長 は こ う し た 現 象 を「 競 争 的 地 域 主 義（competitive

般的だった。特に大企業の総帥、全経連等経済団体は韓・

regionalism）」と表現した。

日FTA交渉の開始及び早期の妥結を政府に注文した。主

韓・日FTAについての議論が研究機関間の共同研究、

に日本との取引が多い企業らが参加した韓・日FTAビジ

産学官の共同研究、ビジネスフォーラム等へと発展しなが

ネスフォーラムにおいても、韓・日FTAに対する支持表

ら両国間のFTA推進の必要性が提起されたりもしたが、

明が多かった。これら企業らは日本から部品を輸入し、完

韓国では、日本とのFTA推進を恐れる雰囲気が弱まって

成品を生産する構造を持っており、日本産部品に対する関

いなかった。慢性的な対日貿易のインバランスがFTA締

税が撤廃されれば、それだけ価格競争力を改善することが

結によって固着化されかねないという点、主要部品素材に

できる。しかし、日本産部品と競争関係にある中小企業は

対する対日依存度が深刻化するという点等、経済的な要因

韓・日FTA推進に反対した。

が主に議論される中、日本に対する不信感も少なからず作
Ⅱ 韓・日FTA交渉中断の背景

用した。
2002年ワールドカップの成功的な共同開催で、韓・日の

数年間、韓・日FTA議論をしてきたが、韓国は日本と

国民は和解及び相互理解の水準を高めた。それまでの不

のFTAについて確信を持てずにいる。経済効果において

信のわだかまりを洗い流し、緊密な政治経済関係作りが必

も、関税撤廃のような貿易自由化によって韓国がそれ程利

用だということに共感し、ここ数年間議論されてきた韓・

益を期待するのは難しいという研究結果が出ている。しか

日FTA交渉についての議論も始まった。FTA締結による

し、日本が韓国に対する経済協力を強め、投資を拡大する

負担が少ない日本は、多様なルートから韓国を説得し、

場合、動態的な利益が日本に対する関税撤廃による損失を

FTA交渉を開始させる努力を傾け、2003年10月、APEC

超えるだろうという点が強調された。経済協力は、大きく

首脳会議期間中に開催された韓・日首脳会議において両国

民間部門の協力と政府及び公共部門が関与する協力に分け

はFTA交渉の年内開始を宣言した。

ることができるが、政府の意思が反映された協力を前提に
韓国側の研究が行われた。議論及び研究段階から両国間の

2003年の韓・日FTA交渉の開始は、韓国内では十分な
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「東アジアビジネス圏」を主導的に創設いくということで

信頼水準がFTA推進に影響を与えていた。
2003年12月に始まった韓・日FTA交渉で韓国が関心を

ある。そのためにはまず韓国、タイ、フィリピン、マレー

示した幾つかの分野は足踏み状態となっている。産業及び

シアとFTA締結交渉を積極的に推進し、長期的には、東

関税構造において不利な韓国は、FTA締結の利益を両国

南アジア諸国連合（ASEAN）全体と中国、台湾、香港へ

全てが共有できる内容を協定に反映させようとしたが、貿

と交渉対象を拡大していくべきだと言及している。日本の

易自由化が中心となるFTA内容（contents）を強調する

立場からすれば、韓・日FTAとは日本の東アジア戦略の

日本の立場を変えさようと説得するのは困難であった。特

出発点であって、パートナー関係を通じて東アジアの経済

に韓・日間の経済協力の強化は、これ以上交渉のテーマに

協力を主導するという韓国の希望とは関連がない。
ま と め る と、｢ウ ィ ン ＝ ウ ィ ン（win-win） 関 係 の

はなれず、貿易においても農業を除外するという立場に韓

FTA」に対する確信が持てない状態で韓・日FTA交渉は

国側は交渉を持続するか否かを悩むことになった。
研究段階から韓国側は、韓・日FTAを東アジアFTA構

始まり、そのための議論が交渉で難しくなったことから、

築及び経済統合実現のハブとして活用すべきだと日本側に

日本とのFTAに対する韓国の関心は弱まった。その上、

強調し、時間を置いて行われる東アジアの域内統合をリー

独島問題、教科書問題など政治的懸案で両国関係が冷え込

ドしながら中国の台頭に共に対処する韓・日両国の未来像

む状況下で、当時小泉純一郎首相が神社参拝を強行したこ

を描いた。実際、韓国政府は通貨危機以後、東アジアビジョ

とで日本に対する信頼は弱まり、FTA交渉は政治的基盤

ングループ（EAVG）、東アジア研究グループ（EASG）

すらも失うことになった。

などをアセアン＋３首脳会議で提案し、後続の協力事業が
Ⅲ 韓・米FTAと韓・日FTAの比較

議論されていた時点だった。一方では日本とのFTA推進
を懸念する国民に対して、東アジア地域の巨大な経済ブ

１年間で５回の交渉を行いながらも進展がなかった韓・

ロックが持つ経済及び政治外交的意味をFTAの広報とし

日FTAと、１年内の交渉妥結を目標に交渉を進めている

て活用したりもした。また、模範的な韓・日FTA交渉を

韓・米FTA2は色々な面から比較できる。韓・日FTAとは

締結することで今後展開される東アジア内の巨大なFTA

比較にならないほど、米国とのFTAに対する国内の反対

形成の基盤にさせるという点も、FTA交渉開始に対する

は強かったが、韓国政府は韓・米FTA交渉を進めてきた。

反発をなだめる論理の一つだった。

日本とのFTAは５年間の研究と議論を重ねた後に交渉に

しかし、日本とのFTA交渉で工業製品中心の市場開放

突入したが、韓・米FTAについては１年未満の議論を基

を主張する日本側に対して韓国の農業開放要求は貫くこと

に交渉を始めたということから、所謂場当たり的交渉だと

が困難な課題であった。ここで韓国をより困難にさせたの

の主張も少なからず提起された。

は日本の経済連携協定（EPA）構想だった。表向きは既

しかし、韓国政府は2006年１月初め大統領の新年の演説

存のFTAを超え多様な経済協力措置を協定に反映させる

で直接、韓・米FTA推進の必要性を提起し、それまで韓・

ことで、締結国との経済協力を根本的に強化させるという

米間の通商争点として提起されてきたスクリーンクォータ

趣旨であるが、その裏側には農業開放を最小限にとどめよ

縮小を電撃的に発表した。スクリーンクォータは、1999

うとする日本側の戦略があった。ひいては既存のFTA協

年から交渉が始まった韓・米二国間の投資協定（BIT）締

定は貿易開放が中心だが、EPAは多様な経済協力措置を

結を妨げた事案であり、スクリーンクォータが二国間の

含める次世代FTAだという日本側の主張を交渉期間の間、

FTA推進の足かせになることを米国側が懸念したことか

韓国側は聞き続けなければならず、結局EPAを主張する

ら、これを払拭させるため韓国政府が交渉開始前に事前措

日本の真意を把握するに至った。

置を取ったのである。

また、東アジアの経済統合において韓・日FTAが主導

韓・米FTAは、米国よりも韓国政府が先に提案し、米

的役割を果たそうという趣旨は、交渉においてそれ以上考

国側を説得して交渉に発展させた。その点もやはり韓・日

慮すべき事項ではなくなった。2003年の日本通商白書は

FTA と対比する点である。韓・日FTA交渉が始まる前

FTA締結により東アジアの経済統合をリードするとの内

の2003年９月、韓国政府はFTA推進ロードマップを作成

容が含まれている。即ち日本政府は、FTA戦略を強化し、

した。チリと締結した協定を発効させ、主要貿易国との

2
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FTAを推進するためには、FTAグランド戦略が必要だっ

FTAの経済効果を確信し、ウィン＝ウィン関係のFTAを

た。また交渉開始を要請していた日本との交渉開始前に主

締結させるという自信があったからである。

要貿易国とのFTA締結を検討すべき状況だった。
Ⅳ 韓・米FTA以後のFTA推進

当時議論された課題の一つは、北東アジアのFTA及び
東アジアのFTAを長期的に推進すべきFTAと定め、韓・

韓・米FTA推進課程において、反対論者は米国との

日FTAがこうした巨大なFTAのスタートラインとして設

FTAに先立って欧州（EU）
、中国との協定締結が優先さ

定された。また伝統的に最も重要な貿易国である米国との

れるべきであり、2004年末に中断した韓・日FTA交渉を

FTAを進めるべきとの主張も説得力があった。問題は米

先に妥結すべきとの主張をしている。反対論者の主張は、

国が韓国とのFTAに関心を示さなかったということであ

韓・米FTA推進自体を遅延させようとする戦略的提案で

り、仕方なく韓・米FTAも中長期推進対象のFTAに分類

あると認識されたが、韓国政府は反対論者の主張も受け入

された。

れるという観点からEU、中国とのFTA交渉を前向きに検

2004年 に な り、 韓 国 政 府 は 多 様 な 経 路 か ら 米 国 と の

討することになった。これら地域は2005年以降、韓国との

FTA推進を模索するようになり、2004年半ばに米国通商

FTA推進を提案したことがあったが、米国とのFTA推進

関係者が韓・米FTAの検討を言及したことで、二国間の

を最優先課題とみなした韓国政府が積極的に対応できずに

FTAは公式議論段階に至った。当時は韓・日FTAを妥結

いた。

した後、韓・米FTA交渉を進めるというのが一般的な予

そこで日本とのFTA交渉再開も提案されたが、EU、中

想だった。しかし、年末に近づきながら韓日FTA交渉が

国とのFTAと違って韓国政府が積極的に受け入れなかっ

進展しない状況で、米国が期待以上の関心を示したことか

たということに注目する必要がある。安倍晋三首相は就任

ら韓・米FTAは急展開することになった。

以来、北東アジア諸国との親善強化を掲げ、韓・日FTA

米政府も東アジアで展開される一連のFTAの動きに対

交渉の再開を要請したが、未だ著しい変化が感知されてい

応する必要があり、世界11位（2005）の経済国である韓国

ない。即ち交渉中断の背景となった経済及び政治環境が改

とのFTAについて関心を持たずにはいられなかったので

善されてないと韓国政府が評価しているという証左でもあ

あろう。特に中国が東アジアの経済統合のリーダとして台

る。また、米国、EU、中国等、巨大な経済圏とのFTA推

頭してきており、弱まった韓・米関係を強化させる方策と

進に必用な交渉人材を考えた場合、韓・日FTAまでは推

して韓・米FTAのメリットを評価したと考えられる。

進し難い現実的要因もある。さらに、過去とは違って韓・
日FTAに対する韓国産業界の関心も低く、業界の政府へ

韓国政府及び専門家らは、韓・米FTAの経済性を確信

の働きかけもあまり見られない。

した状態で二国間FTAを推進した。米国は世界一の内需
市場を保有しており、世界最大の海外投資国であり、世界

たとえEU及び中国とのFTAを推進したとしても、韓国

トップ水準の通商制度を持っている国である。世界通商秩

政府は一定水準の時間を置いて段階別に推進するとの立場

序を率いる米国とのFTAは、輸出増大は勿論、高い経済

である。即ち今年３月末、韓・米FTA交渉が終了する時

成長も見込める。そのため、世界主要国が米国とのFTA

点でEUとの交渉を始め、2007年には中国と産学官共同研

締結を望んでいる。

究を実施することでFTAの業務負担を分散させることが
できるだろう。

特に、米国は世界総輸入の20％以上を吸収する国であり、
米市場で成功すれば他国への市場参入の成功が保証される

Ⅴ 韓・日FTAに対する示唆

等、直接・間接的効果がある。それに比べ日本は輸入市場
規模が小さく、輸入品も海外に進出した自国企業の逆輸入

現在の議論を総合判断すると、2007年中に韓・日FTA

と農産物輸入がほとんどを占めている。一方、米国は輸出

交渉を再開するのは困難と見られる。FTA交渉人材が補

製造業の割合が低いのに比べ、日本は製造業輸出において

強されたが、日本とのFTAを担う人材は大幅に縮小され

世界的な競争力を備えている。

た。しかし、韓・日FTA交渉が再開すれば必要人材が割
り当てられるだろう。問題は交渉再開に対する政府と業界

８カ月間進められた韓・米FTA交渉で、米政府が韓国

の関心が低いということである。

に比べて厳しい要求事項を示しているにもかかわらず、韓
国は韓・米FTA妥結に多くの努力を傾けている。ほぼ毎

2006年半ば、韓・米FTAの公式交渉を前後にして、日

月交渉を行い、２度の決裂もあったが、双方は交渉妥結の

本は韓・日FTA交渉再開を韓国側に求めたが、韓国政府

ために最後の努力を傾けている。それを可能にしたのは

は日本の要請に消極的な立場であった。先に述べたとおり、
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ができるだろう。

政策担当者が経済的実益を確信できなければFTAを進め
るのは困難である。さらに２年前に交渉の中断を直接経験

残念ながら日本は東アジアにおけるリーダシップの弱ま

した実務者が日本側の要請事項を受け入れるのは、なおさ

りを自ら招いている。例えば、東アジアFTAの推進方法

ら困難である。一部日本側の改善された立場が伝えられた

において、日本だけが独自的な提案をしている。2004年

が、これを基に交渉を再開するには難しい状況である。

のアセアン＋３首脳会議で東アジアFTA研究団の構成が

米国が韓・米FTA交渉の決定を出せずにいた頃、韓国

提起され、中国が中心となって作成した研究結果報告書が

政府が米国の関心事項であるスクリーンクォータを自発的

2006年８月24日マレーシアのクアラルンプールで開催され

に縮小し、自動車排気ガス基準等についても合理的な措置

たアセアン＋ ３経済大臣会議で提出された。筆者も研究

を約束したことで交渉開始の合意ができたという点を思い

者として参加した同報告書は、現在の東アジアの協力構図、

起こす必要がある。

即ちアセアン＋３、即ち13カ国を中心とした巨大なFTA

ほとんどの場合、FTA締結により加盟国は経済利益が

構築を提案したが、日本はアセアン＋３＋３（豪州、ニュー

期待できる。これは韓・日間にも適用することである。し

ジーランド、インド）からなる16カ国間のFTAを提案し

かしFTA締結は政治的相互信頼が基になり、経済効果の

ている。中国中心の議論を防ごうという日本の立場は理

展望が友好的である場合締結される。一部の学者は韓・日

解できるが、アセアン＋３のFTA推進も容易ではないの

FTAが締結されれば、韓・日産業の垂直的経済統合が加

に、豪州、ニュージーランド、インドまで追加した広域の

速化するので、韓国経済は低付加価値業種に特化され、新

FTAを推進しようという主張は容易に納得し難い。

成長産業の発展が損なわれ経済全体の動態的ダイナミズム

産業競争力、関税構造、消費者購買特性等からして、韓・

（dynamism）が弱まることを恐れている。こうした恐れ

日FTA締結において日本が有利な状況に置かれているこ

が実現する可能性は低いとしても、一般の国民及び政策担

とは否めがたい。チリ、シンガポール、欧州自由貿易連合
（EFTA）
、アセアンとのFTAを履行し、近日中にインド、

当者に及ぼす影響は大きいはずである。
韓・日FTA交渉の中断は農業開放に対する立場の違い

カナダとの交渉も妥結する予定であり、米国、EU、中国

が理由だと知られているが、これは表向きの理由であり、

との交渉も進めている韓国が、日本とのFTA交渉再開を

本質的な理由は、ウィン＝ウィン関係のFTA締結に交渉

積極的に検討するのは難しい。韓・日FTA交渉再開のた

過程で確信が持てなかったからである。日本はそのことを

めには、有利な立場に置かれている日本が韓国を説得でき

理解してこそ韓・日FTA交渉の再開の糸口を見出すこと

る方策を模索すべき状況である。
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The Progress of Korea's FTA Policy and Implications for an
FTA between Japan and Korea
CHEONG Inkyo / Professor, Department of Economics, Inha University
CHO Jungran / Research Fellow, FTA Research Center
(Summary)
In recent years, the number of free trade agreements (FTAs) in operation has undergone a marked increase and
strengthened the global trend of regional economic integration. This trend demonstrates a growing expansion of trade blocs in
the world. FTAs will likely increase in the years ahead because developing countries wish to seize upon the bene ts of FTAs
concluded by the US, European Union member states and other advanced countries. Furthermore, the prolonged negotiations
on the Doha Development Agenda, which have continued for the past four years without a satisfactory conclusion, are acting
as a spur to burgeoning regionalism.
Korea signed an FTA with Chile that took effect as of April 2004, as well as FTAs with Singapore and the European Free
Trade Association (EFTA) in 2005. Korea also signed a Framework Agreement with the ten ASEAN countries. Furthermore,
Korea laid the groundwork for free trade negotiations through joint research projects with Canada, Mexico and India. In 2003
when Korea formulated its initial FTA roadmap, free trade negotiations for an FTA with the US began in June 2006, and it is
likely to be concluded in the rst half of 2007. If Korea succeeds in striking an FTA deal with the US it will bolster national
income, enhance living standards, boost exports and employment, and reap other economic bene ts.
The negotiations for a Japan-Korea FTA have been stalled since December 2004. Although the government of Japan
has proposed resuming negotiations for a bilateral FTA, Korea has argued that Japan present a clear position on agricultural
liberalization, while concentrating on the conclusion of an FTA with the US. Without a consensus on market access, the
negotiations for a bilateral FTA are not likely to be resumed.
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On The Patterns of Intra-Industry Trade and Industrial
Cooperation with a Korea-Japan FTA
Kim, Dohyung*
ABSTRACT
The motivation for this study stems from the surfeit of CGE model analyses carried out in Korea since 1999, yet which
lack completeness. This paper focuses on the prospective effects of a Korea-Japan FTA on the division of labor structure, by
major industry. We show that any discourse on the problem of trade imbalance that may arise from a Korea-Japan FTA and
solutions to it cannot be complete if we are to focus on the trade relations of the past and then evaluate the expected impacts of
direct investment on production, domestic sales and exports, as well as how the impacts will ultimately in uence and improve
market accessibility between the two countries. Speci cally, we seek to identify the patterns and direction of the intra-industry
trade (IIT) between Korea and Japan using the KOTIS database classi ed by MTI code, showing a trend of expansion since
the mid-nineties due to the rise in competitive power of Korean companies and Japan's direct investment and cooperation in
technology with Korea. Then we will show that the items contributing to increases in IIT are not expected to suffer due to
additional reduction or abolition of tariffs through Korea-Japan FTA tariff negotiations, and in the mid- and long-term the
intra-industry trade will be strengthened if non-tariff measures are removed, even though products and parts industries that are
in the initial stages of technological development will experience losses in the short term. Moreover, if a Korea-Japan FTA can
secure not only an institutional and non-institutional cooperative framework and speci c executive measures in both countries,
but also a strategic region-wide cooperation in both Northeast Asia and North America, especially in the intermediate sectors
that will compete with one another in the event of a Korea-US FTA, the vertical structure of division that we have within each
sector today will become sophisticated in the near future.
Keywords: inter- and intra-industry trade, non-tariff measure,
parts and components industry, module, standardization, EPA
JEL Classi cation: F 13, F 14, F 15

II. Liberalization of Trade and Investment, Industrial
Cooperation and Intra-Industry Trade(IIT)
A. A Korea-Japan FTA and the Difference in Market
Accessibility for Each Country
The ultimate purpose of multilateral trade negotiations
and regional trade negotiations is improved market
accessibility between trading partners. Therefore, we
must take into consideration not only how the movement
of goods and services will affect market accessibility at
all stages of corporate activity (such as market planning,
product development, production, distribution and sales),
but also how it will be affected by the unconstrained
investment activities of global corporations.
For example, the level of active bilateral investment
between Korea and Japan will affect market accessibility
when the trade imbalance between Korea and Japan is as
shown in Equation (1). In addition, when domestic sales
in Korea made through avenues such as direct investment
in Korea through Japanese companies and their affiliates,
and the rate of increase for Japanese imports exceeds 2
domestic sales in Japan through direct investment through
Korean companies and their af liates in Japan and the rate

I. Introduction
At present, the most important question facing Korea
and Japan is whether they will be able to seize new business
opportunities in their two countries and the larger East
Asian market, including US markets, after the Korea-US
FTA, while maximizing the long-term effects (economies
of scale, capital accumulation and increased production)
and minimizing the short-term negative effects predicted by
the Korea-Japan Free Trade Agreement. At the same time
we have a surfeit of CGE model analyses carried out in
Korea since 1999 which are lacking in completeness.
In this paper, I will examine the prospective effects1
on the division of labor structure by major industry that will
arise if tariffs are abolished or relaxed in line with an FTA
and Japanese direct investment to Korea becoming active. I
will then outline the trade and industry policies that the two
countries should adopt in order to promote intra-industry
trade and provide direction for companies on overall
cooperation.

*

dohkim@kmu.ac.kr, Department of Japanese Studies, Keimyung University, Korea
Since 1999, there has been long-term and short-term research on the effects of an FTA between the two countries, but the
majority of them are based on the CGE (Computational General Equilibrium) model and focus on the effects on industryrelated indexes as well as macro indicators. Therefore, information needed for policies after a Korea-Japan FTA is limited.

1
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of increase of Korean imports, as shown in Equations (2)
and (3), respectively, the difference in market accessibility
including trade and new investment activities in each
country will be as shown in Equation (4). Equation (4)
represents the trade and investment imbalance based on
the division of labor for multinational intra-industry rms
differentiated from the macro level.
MKJ−MJK ＞ 0
DKJS−DJKS ＞ 0
MKJS−MJKS ＞ 0
(MKJ＋DKJS＋MKJS)−(MJK＋DJKS＋MJKS) > 0

thereby reducing the volume of imports of high-price
parts, materials and equipment from Japan. This would
then increase Japan's investment in Korea and Korea's
investment in Japan. This may result in Korea's exports to
Japan shifting from mid-to-low-priced products to highpriced products, reducing the absolute difference in market
accessibility and the proportion of GDP that imports make
up.
Any discourse on the problem of trade imbalance
that may arise from a Korea-Japan FTA and its solutions
cannot be complete if we are to focus on the trade relations
of the past. Basically, the trade imbalance must have been
adjusted, not by an arti cial intervention, but by the price
and quantity adjustment mechanism or capital flows.
Moreover, in the process of capital inflows back to the
de cit partner, direct investment is expected to contribute to
not only trade creation but also correction of the difference
in market accessibility between the two partners.
However, the scale of Japan's investment in Korea is
very small compared to the trade imbalance between the
two countries. In 2006, the trade imbalance stood at $25.4
billion with Japan continuing to record gains. However,
Japan's investment in Korea was only approximately $2
billion. Korea's trade surplus in relation to China was $20.9
billion and its investments in China amount to $3.3 billion,
but Japan had a trade de cit of $25.6 billion in relation to
China, and its direct investment in China was $4.2 billion.4

(1)
(2)
(3)
(4)

:MKJ: Korean imports from Japan before bilateral
investment,
DKJS: Domestic sales of Japanese companies and their
af liates in Korea,
MKJS: Imports from Japan by Japanese companies and their
af liates in Korea,
MJK: Japanese imports from Korea before bilateral
investment,
DJKS: Domestic sales of Korean companies and their
af liates in Japan,
MJKS: Imports from Korea by Korean companies and their
af liates in Japan
In the past, Japanese foreign direct investment (FDI)
companies in Korea were mostly pro-trade oriented
FDI, that is, they concentrated on re-imports to Japan or
exporting to a third country. Now, due to the rise in Korea's
average income level and a better domestic market, more
market-oriented FDI is targeting the domestic market3. On
the other hand, Korea's investment activities in Japan have
been rather stagnant and the companies that have ventured
into Japan have faced limitations in local production and
sales, limiting themselves to active buying. Under such
conditions, the difference in market accessibility between
the two countries (as shown in Equation (4)) will exceed
the existing trade imbalance (Equation (1)).
Even more important is whether the percentage
of GDP that imports constitute will decrease or at least
approach a tolerable level in the long run. For example, if
Japanese companies and their af liates in Korea continue
to import from Japan rather than re-importing to Japan
and exporting to Japan or a third country, and Korean
investment activities in Japan continue to revolve around
the purchase of high-priced parts, materials and equipment
rather than selling products in Japan, there is a high chance
that the difference in market accessibility will only increase.
If Korea is able to import high-quality parts and
materials at a low price by abolishing or reducing tariffs,
Korean export companies may gain competitiveness,

Fig. Korea-Japan-China's Trade Balance and Inward
Direct Investment (2006)
(Unit: $100 million)

Note: ( ) including figures on trade and outward investment (FY 2004)
from Japan to Hong Kong, using an average exchange rate of 116.25 $/¥ in
FY 2006.
Source: KOTIS; Korea Import and Export Bank; Japan's Trade and
Investment Statistics (2007), www.mof.go.jp.

We must evaluate the expected impacts of direct
investment on production, domestic sales and exports
as well as how the impacts will ultimately influence and
improve market accessibility between the two countries.

2

To actually investigate how much each country occupies markets in other countries requires precise research. However, it is
obvious that Japanese companies that advance into Korea will have a larger domestic demand than the Korean companies that
advance into Japan. In the late eighties, American companies in Japan had a domestic demand in Japan that largely exceeded
the domestic demand of Japanese companies in America.
3
Pro-trade-oriented FDI and market-oriented FDI were first classified by Kiyoshi Kojima (1985); they are also called
development for the host-country-oriented FDI and multinational company FDI, respectively.
4
If Hong Kong is included, Japan has a huge surplus for China that means it has a relative advantage in sending intermediate
and capital goods to China as a production base via Hong Kong.
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What this means is that companies in both Korea and Japan
see China as a major production base and market, but they
judge Korea to be at a disadvantage compared to China as
both a production base and a consumer market.
As long as Japanese companies are reluctant to
expand their investment and continue to expand their sales
in the Korean domestic market resulting in intermediate
and capital imports from Japan, the trade and investment
imbalance will not be below the tolerance level of the
national economy with the limited Japanese market and
inward investment. This difference in market accessibility
is supposed to be a structural one that cannot be corrected
by changes in exchange rates, economic cycles or tariff
reductions. 5 Moreover, if this structural difference is
neglected for long, a trade and investment imbalance will
be inevitable.
Therefore, a Korea-Japan FTA should work towards
increasing trade and investment between the two countries
and correcting the differences in market accessibility. To
this end, the FTA should try to guide Japanese companies to
increase investment and transfer technology (as a measure
to return an appropriate ratio of surplus to trade partners) to
Korea and increase exports to third countries - strengthening
the foundation for competition in both countries so that
Korean companies may advance into the Japanese market.
This may induce both countries to reform their markets so
that competition will grow. Furthermore, both countries
should go beyond the lowering and removal of tariffs and
try to eliminate any barriers to free trade, investment and
services between the two countries. They should introduce
rules in advance to help this and form an EPA that will
include various kinds of industrial cooperation and personal
exchanges when negotiating the FTA.6

trade). This is because there will be an increase in the
importance of tradables, which rely heavily on market size
and various consumer choices in the partner country.
Until now, trade between Korea and Japan has been
mostly cost-dependent inter-industry trade, centered on
non-specified goods whose superiority is determined by
economies of scale. However, in the case of differentiated
goods, product development and manufacturing is first
centered on consumption. As time goes by, product
speci cation and generalization becomes possible and the
demand matures, making offshore production possible. As
a result, trade between countries with similar demands will
be active.
This sort of demand-dependent inter-industry trade
is a result of the trading partners' pursuit of consumption
variety, and as such, it will be accelerated not only by the
non-price-related competitiveness (quality, delivery, afterservice) of the tradables and the ability to plan and develop
new products, but also by efforts to lower trade investment
costs, product speci cation, generalization of parts and the
expansion of offshore production. In the long run, it will
expand to all industries.
Here, the effects of change in trade and investment
costs between Korea and Japan on intra-industry trade
patterns, through change in Japan's direct investment in
Korea, may be divided into three types.7
1) Where Japan's trade costs are low and FDI costs are
high
Japan's direct investment in Korea will not increase.
Therefore, because each country will continue to
manufacture goods domestically (meaning both countries
will produce and export the same products), intra-industry
trade will not take place - inter-industry trade will take
place.
2) Where Japan's trade costs and FDI costs are low
As long as the profits to be gained from Japanese
companies manufacturing in Korea exceed the costs of FDI,
Japan's direct investment in Korea will increase. In this
case, if Japanese companies in Korea should expand the
production of low-quality, low-capital intensive goods in

B. The Relationship Between Direct Investment and IntraIndustry Trade
Through such economic solidarity between Korea and
Japan, we may anticipate a rise in income levels and a fall
in income disparity, leading to an increase in the import and
export of goods within a particular industry (intra-industry

5

Japan's stance on Korea's trade de cit in relation to Japan is that Korea need not worry because the Korea-Japan-China trade
balance is: “Korea has a surplus in relation to China, China has a surplus in relation to Japan, Japan has a surplus in relation to
Korea” and therefore any de cit that Korea has in relation to Japan is made up for by its surplus in relation to China. However,
Korea has recorded a de cit in relation to Japan every year since 1965. This de cit is structural, while Korea's surplus with
China will not last as Korea's competitive edge is rapidly diminishing. At present, the competition between Korea and China
is erce (of Korea's 904 main exports articles, China has been ahead of Korea in only 9.6 percent, or 86 products, in the past
two years and of the products in which Korea has an advantage over China, China is rapidly catching up in one third of them)
and China has implemented a policy restricting Korean imports that applies restrictions on Korean goods while requiring longterm purchases of agricultural products and raw materials. The policy also asks that Korea reduce the number of articles that
are arbitrarily taxed, a move that is realistically dif cult for Korea to implement in relation to Japan.
6
Up until the commencement of the Korea-Japan Free Trade Agreement Joint Study Group, Japan applied pressure on Korea
to begin early negotiations for an FTA by using the card of early negotiations with ASEAN. However, they only pursued an
FTA to the extent that would minimize harm to their domestic agricultural industry. They have done so by emphasizing the
importance of such factors as the level of liberality in the Japan-Singapore EPA (that is, freezing further opening of markets on
agricultural goods) and the necessity for rules in advance concerning trade and investment as well as by delaying putting it into
actual practice, claiming the need for further examination. Even at present, their basic strategy remains the same. However,
the Korea-US FTA will draw both countries to a new situation moving towards the reorientation of negotiations for the KoreaJapan FTA in terms of the strengthening of global competitiveness of their rms, showing a more exible attitude concerning
the rules of “WTO-Plus”.
7
Fukao, K., Ishido, H., Ito, K. (2003).
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